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要約 

第１章：現状・問題意識  

 

 近年、子どもの学力が低下しているという問題はメディア等で多く報道されている。実際に

PISA の学力調査や文部科学省の学力調査を参照してみると、子どもの学力は低下している。

どもの学力低下をもたらした要因として指摘されていることには、①ゆとり教育の影響、②子

どもへの電子機器の普及、③朝食欠食、などがある。そこで本稿では、生活習慣に深く関わ

る、朝食欠食に着目した。なぜならば、朝食摂取と学力との関係を指摘する様々な調査結果が

あるからである。文部科学省の調査によれば、朝食を毎日食べる子どもとまったく食べない子

どもでは、朝食を毎日食べる子どもの方がテストの点数が高いという結果が出ている。また、

同様に、朝食を毎日食べる子どもの方が、体力面でも優れた成績を残しているとの結果があ

る。そして、政府もそのような効果を見込み、「早寝早起き朝ごはん」国民運動という政策を

行っている。しかしながら、この政策の認知度は高いとは言えず、また国民の生活に根ざした

政策とは言えないのではないだろうか。最も新しい平成２２年度の調査でも、子どもの朝食欠

食率は約１０％にも上り、依然として高い。そこで本稿では、なぜ子どもたちが朝食を食べな

いのかを考えた。 

 

 

 

第２章：先行研究・現行政策 

 

朝食を食べるという習慣は、子どもが大人になってからも、何らかの面でプラスになる

のではないかと私たちは考えた。そこで、先行研究として、「朝ごはんに関する意識と実

態調査」（東北大学 加齢医学研究所 スマート・エイジング国際共同研究センター、２０

１０年）を挙げる。この研究は、現役大学生と大学卒の会社員を対象に「朝ごはんに対す

る意識と実態」に関するアンケート調査を実施し、分析を行っている。そして朝食を食べ

ることと、日常生活・大学入試の結果・ビジネスでの成功などの関係を検証している。結

果として、朝食を毎日食べる者はそうでない者と比べて、大学進学や就職、入社後の年収

などにおいて、優位であることが分かった。朝食を食べるということは、大人にとっても

良い効果を生みだすが、その習慣は大人になってからいきなり身につくものではない。

よって、子どもの頃から、朝食を食べたり、自分で作れたりする習慣を身につけることが

大切である。 

 

 

第３章：分析 

 

第３章の分析では、第１節で朝食欠食の理由、第２節で実証分析、第３節で朝食につい

てのアンケートについて、第４節で分析から明らかになったことをどのように政策提言へ

つなげるかを示す。 
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朝食の欠食は、生活習慣の乱れや、家庭の生活状況が大きく関連している。生活習慣が

乱れると夜寝るのが遅くなるため、朝起きる時間が遅くなり朝食を食べる時間がなくなっ

てしまうために朝食を欠食する。また、貧困の家庭は経済的余裕がないため、朝食を欠食

し、共働きの家庭や母親が就業している世帯は、親の多忙のために、朝食の準備が難し

く、朝食を欠食すると予想される。この仮説を実証する為に、第２節では実証分析として

被説明変数を各都道府県別の朝食欠食率とし、説明変数を各都道府県別の生活保護率、女

性就業率、離婚率、大学進学率とした、最小二乗法による回帰分析を行う。 

第３節では朝食についてのアンケート調査を大学生３２２名に行った結果を示す。アン

ケートの内容は、①現在の朝食の摂取状況、②小学校５，６年生時のころの朝食の摂取状

況、③朝食欠食率を下げる取り組みについての意見であり、この結果明らかになった現在

と小学生時の朝食の摂取状況を比較し、大学生の朝食に対する考え方を中心に分析してい

く。 

 

 

第 4章：政策提言 

 

私たちは子どもの学力低下を改善するため、朝食欠食率を減らし、朝食を食べることを

より推進する政策を考えた。具体的には、朝食料理コンテストを軸として、料理教室、朝

食チェックの３つの政策を同時に行う。３つを同時に行う理由は、朝食欠食を改善するた

めに１つの政策を行うのでは足りない部分が多く、複合的に行うことでそれぞれの役割を

補完し合うことが可能であると考えたためである。 

政策の効果としては、朝食料理コンテストでは実践形式を重視し、「実際に朝食を作っ

て食べる」ということを体験することの効果、つまり技術的・基礎知識的なスキルアップ

が期待できると考えている。また、３つの政策を同時に行うことによって、朝食への意識

を高め、朝食に対しポジティブな印象を持ってもらうことが可能となると考えている。更

に朝食を食べることが困難な貧困層への対策を考え、朝食欠食が原因となる学力差が是正

されることが期待できると考える。 

このような政策を行うことで、朝食欠食率は低下し、子どもの学力も向上するのではな

いかと私たちは考えている。 
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はじめに 

近年、子どもの学力低下がメディアでも報道されるようになり、問題視されている。実際、

PISA や文部科学省の学力調査を参照してみても、学力が低下していることがわかる。その理

由としては、①ゆとり教育の影響、②子どもへの電子機器の普及、③朝食欠食などがある。本

稿では、生活習慣に深く関わる、朝食欠食に着目した。なぜならば、朝食摂取と学力との関係

を指摘する様々な調査結果があるからである。文部科学省の調査によれば、朝食を毎日食べる

子どもとまったく食べない子どもでは、朝食を毎日食べる子どもの方がテストの点数が高いと

いう結果が出ている。 

この学力低下を改善するため、朝食欠食率を減らし、朝食を食べることをより推進する政策

を本稿の政策提言とする。 

第 1 章では、子どもの学力低下の現状や、学力低下の原因、朝食を食べることによる効果、

現行政策として行われている「早寝早起き朝ごはん」国民運動とその問題点、現在の朝食欠食

率について論じる。 

第 2 章では、朝食欠食の理由、朝食欠食要因を実証分析するための回帰分析、大学生に行っ

た朝食に関するアンケートの集計結果の分析、政策提言の方向性を論じる。回帰分析は、被説

明変数として朝食欠食率、説明変数として、生活保護率、女性就業率、離婚率、大学進学率を

設定した最小二乗法によるものを使い、単回帰の結果は、生活保護率は切片の符号がプラス、

女性就業率がマイナス、離婚率がプラス、大学進学率がマイナスになった。 

第３章では、先行研究として、「朝ごはんに関する意識と実態調査」（東北大学 加齢医学研

究所 スマート・エイジング国際共同研究センター、２０１０年）をあげる。また、現行政策と

して、食育基本法、食育推進の取り組みの事例をあげている。本章は、現在行われていること

から問題点や課題を見出し、それを補う政策提言とすることを目的として論じている。 

第４章は政策提言をあげる。提言の内容は、①朝食料理コンテスト、②料理教室、朝食チェ

ックの２点である。 
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第1章  現状・問題意識 

私たちは、近年よくメディア等でも取り上げられている、「子どもの学力低下」について注

目した。小学生の時期というのは、その後の生活の基盤となることの多くを築く時期であると

考えたからである。以下ではまず、子どもの学力低下の現状について考察していく。 

第１節：子どもの学力低下 
「子どもの学力が低下している」としてよくメディア等で取り上げられるデータとは、

「PISA」（OECD の生徒の学習到達度調査、以下 PISA とする。）と呼ばれるものである。

この PISA の調査結果として公表されているデータは、私たちが本論文において対象として考

える小学生（つまり６歳～１２歳）ではなく、１５歳児を対象としたものである。しかしなが

ら、１５歳、中学校３年生や高校１年生の学習到達度つまりは学力の根本となるのは、小学生

のころに学習するそれぞれの分野（国語、算数など）の基礎となる部分である。つまり、中学

校３年生や高校１年生の学力を測ることはその時点での学力を測ることだけでなく、小学生の

ころの学習がいかに身に付いているか、学習できていたかを測ることにもなると考えられる。

よって、私たちはこの PISA の調査結果を活用し、小学生の学力低下についての現状を述べ

る。 

まず、PISA の調査では大きく分けて、「総合読解力」、「数学的リテラシー」、「科学的

リテラシー」の３つの分野に分かれた調査が行われている。２０００年の PISA の調査では、

日本は「総合読解力」は５２２点で第８位、「数学的リテラシー」は５５７点で第１位、「科

学的リテラシー」は５５０点で第２位であった。そこで、２００９年の PISA の調査結果と比

較してみる。２００９年の PISA の調査では、日本は「総合読解力」は５２０点で第８位、

「数学的リテラシー」は５２９点で第９位、「科学的リテラシー」は５３９点で第５位となっ

ていた。以上の結果をまとめると表 1-1 のようになる。 

表 1-1 PISA 調査結果（日本の２０００年と２００９年の結果） 

調査項目／調査年 ２０００年（点数） ２００９年（点数） 

総合読解力 第８位（５２２点） 第８位（５２０点） 

数学的リテラシー 第１位（５５７点） 第９位（５２９点） 

科学的リテラシー 第２位（５５０点） 第５位（５３９点） 

           （文部科学省 PISA〈OECD 生徒の学習到達度調査〉より作成） 

 

この結果を考察してみると、「総合読解力」に関して言えば、順位も点数も変わらないとい

うことになるが、「数学的リテラシー」と「科学的リテラシー」は順位も点数も大きく下がっ

ていることが分かる。つまりは学力が低下していると考えられる。さらに総合読解力について



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

9 

 

言えば、２０００年と２００９年で比べた場合の差はないという結果であるが、２００３年の

調査では第１４位、２００６年の調査では第１５位という結果が出ている。つまり、２０００

年の調査結果と比較すると、日本の PISA の国際的順位は下がっており、学力が低下している

と言うことができる。 

子どもの学力低下を示すデータとして、もうひとつ参照する。それは、文部科学省が行って

いる、全国的な学力調査（全国学力・学習状況調査等）の調査結果である。この調査は小学

校・中学校は別々に調査が行われているため、小学生の学力を詳しく知るために有効である。

この調査で対象となっている小学生は小学６年生であり、調査対象は全国のすべての国公私立

の小学校である。その調査結果をまとめると表 1-2 のようになる。 

表 1-2  文部科学省 全国的な学力調査（全国学力・学習状況調査等）調査結果 

調査年度／科目 国語 A 国語 B 算数 A 算数 B 

２００７年度 ８１．７ ６３．０ ８２．１ ６３．６ 

２００８年度 ６５．６ ５０．７ ７２．３ ５１．８ 

２００９年度 ７０．１ ５０．７ ７８．８ ５５．０ 

（単位は％、平均正答率を示す。） 

（文部科学省 全国的な学力調査〈全国学力・学習状況調査等〉調査結果より作成） 

 

この表を見てわかるように、科目別にみた場合、２００８年度と２００９年度では正答率が

上がっている科目もあるが、２００７年度と２００９年度の調査結果を比較すると、全ての科

目で正答率が下がっている。つまり、小学生の学力が低下していることをこの調査結果は示し

ている。 

 以上、PISA の国際的な学力調査や、文部科学省が行っている学力調査では、小学生の学力

が低下していることが示唆される。ではなぜ、小学生に限らず、子どもの学力が低下したのだ

ろうか。 

  

 

 

 

第２節：子どもの学力低下の原因 
 本節では、第１節で明らかになった子どもの学力低下の原因について考察する。 

 様々な文献で学力低下の原因として指摘されていることは大別すると以下の３点がある。 

 第１は、「ゆとり教育」である。「ゆとり教育」とは、かつての日本における教育が知識を

詰め込む知識重視型の教育方法であったことの反省から採用された、子どもが自分で経験した

ことを実際の生活に生かしていく経験重視型の教育方法のことである。この「ゆとり教育」

は、実際には１９８０年度から施行された学習指導要領に基づいた教育以降を指している。そ

して、１９９２年度、２００２年度から施行された学習指導要領から本格的な「ゆとり教育」

が始まったとされている。「ゆとり教育」としてよく言われるのは、学習内容や授業時間の削

減、学校週休２日制の導入、「総合的な学習の時間」の新設等である。このように、「ゆとり

教育」は子どもの充実した生活、ゆとりを持った生活を目指そうとした教育方針であった。し

かし、学習内容や授業時間の削減、さらには週休２日制の導入などで、子どもが勉強をする時

間が減ってしまったのは事実であり、それにより子どもの学力が低下したとも考えられる。 

 第２は、子どもたちに携帯電話やパソコン等の電子機器が普及したことである。携帯電話や

パソコンを使えば、漢字が分からなくても自動で変換をしてくれるので、漢字を知らなくても
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E メール等で他人とコミュニケーションをとることができる。そのため、文字を書く機会も尐

なくなってきたように思う。株式会社電通が行った、『小学生のメディア接触調査 2010』の調

査結果では、小学生全体の携帯電話保有率は１５．７％であり、小学生高学年になると３２．

０％にも上る。活字に触れる機会が減ってきたことは、学力低下に結びついていると考えるこ

とができる。 

 最後に、３つ目の原因として指摘されているのは、子どもが朝食を食べなくなったことであ

る。１日３食の食事が好ましいとされているが、子どもが朝食を毎日食べなくなってきている

傾向がある。近年、朝食を食べることによる効果がメディア等で取り上げられるなど、朝食の

効果は確かにあると見受けられるが、実際に子どもたちは毎日朝食を食べることは尐なくなっ

ている（詳述：本章第５節）。 

 そこで本稿では、子どもの学力低下の問題を生活習慣の改善することによって解決できるの

ではないかと考え、３つ目に挙げた、子どもの朝食に着目して分析を行う。 

   

 

 

 

第３節：朝食の効果 
それでは、朝食にはどのような効果があるのであろうか。文部科学省が行なった「全国学

力・学習状況調査」という調査では、以下の図 1-1 のような結果が得られている。 

図 1-1  「朝食を毎日食べる子ども」と「まったく食べない子ども」の平均正答率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位は％） 

           （文部科学省 平成２２年度全国学力・学習状況調査より作成） 

 

この図から明らかなのは、この調査で行われたテストにおいて、朝食をまったく食べていな

い子どもより毎日食べている子どもの方が、平均正答率が２０％も高いことである。つまり、

朝食を食べる子どもの方が学力が高く、そして、朝食を食べることにより学力を向上させるこ

とができるのではないか、ということである。 

 次に、学力面だけでなく、体力面と朝食の関係についても述べる。以下の図２は、文部科学

省が実施した「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」という調査の結果である。 
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図 1-2 朝食を食べているかと体力合計点の関係（平成２２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 平成２２年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査より作成） 

 

この図２を見ればわかるように、体力合計点においても、朝食を毎日食べている子どもの方

が体力合計点が高く、朝食を時々食べない子どもや毎日食べない子どもは体力合計点が毎日食

べる子どもよりも低くなっている。つまり、朝食を食べる習慣が体力向上にもつながることが

示唆される。 

 以上から、朝食を食べているかどうかは学力面や体力面に影響を及ぼすことがわかる。科学

分野でも、朝食摂取と学力・体力のプラスの関係を支持する研究がある。 

 人間の体には、「セロトニン」という神経伝達物質があり、セロトニンがあることで精神の

バランスが保たれ、心のバランスを整えることができる。セロトニンの原料は、トリプトファ

ンと呼ばれるアミノ酸で、これは人体では作られない物質である。そのため、そのトリプトフ

ァンを食事で得ることが必要になる。また、セロトニンを増やすには、リズム運動が大切であ

り、そのリズム運動には食事の際の咀嚼も有効であるとされている。つまり、セロトニンを作

るためには原料のトリプトファンを食事から得て、咀嚼等のリズム運動をすることが必要であ

る。子どもが朝食を食べることで、セロトニンが体内に生まれ、増加する。朝食を食べ、セロ

トニンを体内に分泌させた状態になってから学校へ登校することで、体・頭が目覚め、学校の

授業等に集中できるのである。その結果、朝食を食べている子どもは食べない子どもよりも、

学力面でも体力面でも優れた結果を残すことができるようになる。 

 ここまで見てきたように、朝食を食べることにより、良い効果が期待できる。政府もその効

果を見込み、様々な施策を展開している。次節の第４節では政府の政策について述べていく。 

 

 

 

 

第４節：「早寝早起き朝ごはん」国民運動とそ

の問題点 
 第３節でみた朝食に見込める効果を政府は期待して、朝食を食べることを推進する、「早寝

早起き朝ごはん」国民運動という政策を行っている。「早寝早起き朝ごはん」国民運動の目的
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は、子どもの生活リズムの向上とそれを応援する社会の仕組みをつくることであるとしてい

る。そして、この政策を実施するために、政府は「早寝早起き朝ごはん」全国協議会を設置し

た。この全国協議会では、研究事業と普及啓発事業を展開している。この研究事業は、「子ど

もの生活リズムを向上」させる取組に対して、専門的見地からの考察を加え、その成果を広く

普及・定着させていくことを目的としている。普及啓発事業では、「睡眠・栄養・運動など生

活習慣」と「子どもの健康・意欲」などとの関係についての数多くの調査結果をできるだけわ

かりやすく、リーフレットや新聞・雑誌などのメディアと通じて紹介している。そして、各地

でフォーラムを開催するなど、その成果を全国に発信していくことをしている。この研究事業

や普及啓発事業とさらに、全国キャンペーンも行っている。全国キャンペーンでのねらいは３

つある。 

①「早寝早起き」や「朝食」などの意義・根拠を、 科学的にわかりやすく伝える 

②望ましい生活習慣の具体的行動を促すための、 世論の喚起や社会全体の仕掛けづくり 

③市民や企業の参加を促すための意識づくり 

これらのねらいを達成するために、様々な活動を実施している。 

図 1-3 リーフレット 

例えば、左の図３のようなリーフレットを配布

する、コミュニティサイトを開設するなどの活動

を行っている。その他、専門家を招いて朝食の大

切さをシンポジウム開くことにより広めるなどと

いった活動をしている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、「早寝早起き朝ごはん」国民運動の問題点としては、第１に、認知度が低いこと

が挙げられる。 
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図 1-4 「早寝早起き朝ごはん」国民運動の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 子どもの生活習慣づくりに関する家庭や企業の認識度及び課題分析調査報告書

より作成） 

 

図 1-4 は「早寝早起き朝ごはん」国民運動の認知度を男女別にまとめたものである。このグ

ラフを見ればわかるように、男性では「あまり知らない」「知らない」と答えた人は７２．

８％、女性では４５．１％いる。次に、この政策の問題点として、フォーラム等の啓発活動を

するだけで、あまり生活に根ざした取り組みができていない、ということがある。実践的な取

り組み例は尐なく、朝食の重要性を実感する不十分である。 

 

 

 

第５節：現在の朝食欠食率 
朝食に注目して考えると、子どもの現在の朝食欠食率はどの程度なのであろうか。 

図 1-5 小学校６年生と中学校３年生の朝食欠食率 
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（文部科学省 平成２２年度「全国学力・学習状況調査」より作成） 

 

図 1-5 をみると、小学校６年生の１１％が朝食を食べていない。朝食を食べない原因にはど

のようなものがあるのだろうか。それについて、以下の分析で考察していく。 
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第２章 先行研究・現行政策 

第 1 節 :先行研究 
「朝ごはんに関する意識と実態調査」（東北大学 加齢医学研究所 スマート・エイジング

国際共同研究センター、２０１０年） 

 この研究では、現役大学生と大学卒の会社員を対象に、「朝ごはんに対する意識と実

態」に関するアンケートを行い、朝食を食べる習慣の有無や日常生活について調査した。

さらに、その生活習慣と大学入試の結果やビジネスでの成功がどのように関係しているの

か調査している。この結果から、朝食を毎日食べる者はそうでない者と比べて、大学進学

や就職、入社後の年収などにおいて、優位であることが分かった。 

まず、大学生の朝食摂取状況をみると、授業のある平日に朝食をほぼ毎日(週４～５回)

食べる大学生は６５．３％であった。これに対して、｢ほとんど摂らない｣大学生は１３．

８％だった。大学生の多くは朝食を食べていることが分かるが、１週間のうちほとんど食

べない者も尐なからずいる。 

 

表 2-1 平日(授業のある日)に朝ごはんを摂る頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、学生生活の達成度をみると、｢学生生活の満足度｣｢学生生活の充実度｣｢体調を

崩すことがない｣｢勉強や研究に励んでいる｣の項目に当てはまる者は、朝食を食べる習

慣のある大学生は半数以上を超えている。これに対して、朝食を食べない大学生は、４

項目すべてにおいて半数以下の者しかあてはまらない。このことから、朝食を毎日食べ

たほうが、健康で充実した大学生活を送っているといえる。この理由として考えられる

のは、朝食を食べることによって体調がよくなり、学校で元気に過ごせるということで

ある。また、学生生活が満足だと感じられたり、充実していると感じられたりするの

は、からだだけでなく心も元気であるからだろう。心の状態が良いとすると、何かに対

してやる気が起こり、例えば勉強や研究などに励むことができる。逆に心が元気ではな

17 4 13.865.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学生全体
ほぼ毎日摂る

週２，３回摂る

週１回摂る

ほとんど摂らない
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い、落ち込んでいたり、悩み事があったりすると、学生生活が楽しくなかったり、勉強

や研究に集中できないという事態も考えられる。 

 

表 2-2 今の学生生活の達成度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、大学生が摂取する朝食の内容についてみていく。ほぼ毎日朝食を摂る大学生が食

べているのは、｢パン｣｢ごはん｣といった主食や、｢牛乳｣｢ヨーグルト｣｢コーヒー｣｢卵料理｣

｢みそ汁｣が多い。これに対して、朝食を毎日は摂らない大学生は、｢野菜ジュース｣など簡

単なものですませる傾向がある。また、小学生から朝食をほぼ毎日摂り続けている大学生

は、朝食で摂るおかずの種類が多く、いろいろな食品を摂っている。おかずに関しては、

小学生から朝食をほぼ毎日摂り続けている大学生は平均１．８品目のおかずを摂ってい

る。一方、毎日は朝食を摂らない大学生は平均１．３品目のおかずを摂っている。おかず

をより多く摂っているほうが、バランスのよい食事であるといえる。 

 朝食を摂っている大学生に朝食のメリットを聞いた。｢元気が出る｣｢規則正しい生活の

契機となる｣｢体が目覚める｣｢１日のスタートを気持ちよく切れる｣｢午前中からばりばり活

動できる｣といったメリットが挙げられた。とくに｢１日のスタートを気持ちよく切れる｣

に関しては、朝食をほぼ毎日摂り続けている大学生は約５割が実感しているが、朝食を摂

らない大学生は約２１％しか実感していない。生活リズムが正しい傾向にあるのもやはり

朝食を摂る習慣のある大学生である。 
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表 2-3 朝食のメリット 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食生活の充実度に関してだが、朝食をほぼ毎日食べる大学生は食生活の充実度が高い。

｢規則正しい食事をしている｣に関して、朝食を毎日摂り続けている大学生は６２．０％で

あり、朝食を毎日は摂らない大学生は１９．９％である。また、大学生に自分の食生活に

ついて自己採点をしてもらったところ、朝食を毎日摂り続けている大学生は平均６６点、

毎日は摂らない大学生は平均４８．７点である。 

次に、大学の偏差値別にみると、朝食をほぼ毎日摂り続けている大学生は、朝食を毎日

は摂らない大学生よりも、偏差値６５以上の大学に在籍している割合が高い。また、偏差

値４４以下の大学に在籍しているのは、朝食を毎日は摂らない大学生の割合が高く、２

９．５％である。さらに、大学の現役合格率をみると、朝食をほぼ毎日食べる大学生の方

が、そうでない大学生よりも、現役合格している割合が高い。 

以上の結果から、朝食を食べる大学生はそうでない大学生と比べて、プラスの面が多い

といえる。 

・朝食をほぼ毎日食べる学生ほど、心身へのマイナスの影響が出る可能性が低く、学生生

活の達成度も高いという傾向にある。 

・朝食をほぼ毎日食べる学生は、朝食を毎日は食べない学生に比べて、おかずの種類が多

い傾向にあり、食事のバランスもよりよいと考えられる。逆に食べない大学生は、朝食を

簡単にすませてしまうため、栄養バランスに欠ける。朝食を食べない大学生は、自分の食

生活に対する自己採点が低く、良くないということは分かっているようである。 

・朝食を毎日食べる学生は、そうでない学生と比べて、大学受験の際に偏差値６５以上の

大学に進学する割合が高いこと、現役合格する割合が高いことがわかった。これは、朝食

を食べることによって、勉強に集中できたり、問題を解く力が向上したりするからではな

いだろうか。 
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では次に、大学卒の会社員が朝食を食べることによって、どのような効果があるのかみ

ていく。３５～４４歳の会社員のうち、平日にほぼ毎日（４～５日）朝食を食べている者

は、７７．８％であり、大学生の摂取率６５．３％よりも高い。 

次に大卒会社員の大学受験時の状況をみる。会社員の大学現役合格率は、朝食を毎日食

べる者の方が高い割合にある。毎日食べる者の現役合格率は６３．９％であり、朝食を毎

日は食べない者は５７．７％である。 

就職活動についてみると、朝食をほぼ毎日食べている会社員は、そうでない会社員に比

べて、第一志望の会社に就職している割合が高い。その割合は、朝食をほぼ毎日食べる会

社員は５９．４％、朝食を毎日は食べない会社員は４７％である。 

また、収入別では、年収７００万円以上の人の約８０％が朝食を食べている。しかし、

年収５００万円以下の人の場合、朝食を毎日摂る者は７４％であり、「ほとんど摂らな

い」割合が約２０％と多い。このように、年収が高い会社員ほど、朝食を毎日しっかり食

べている。 

以上の結果は、大学卒の会社員で普段朝食を食べる習慣がある人は、毎日は朝食を食べ

ない人と比べて、大学進学の際や就職活動、入社後の収入において、優位であることを示

している。すなわち、朝食を食べることと、学力や能力が上がり受験や就職活動、ビジネ

スにおいて優位になることは、関係があると考えられる。朝食を食べることによって、か

らだが健康になり、就職活動に取り組むときや、収入に直結するビジネスでよい成績をあ

げることができるのではないか。これが朝食の効果であるといえる。 

朝食を摂るためには、朝に準備や調理をしたり、朝学校へ行く・出勤前よりも早めに起

きたりする必要がある。日頃から朝食の大切さを意識するとともに、生活リズムを狂わせ

ないように気をつければ、朝食を食べることは自然に身に着くのではないか。しかしなが

ら、朝食を食べる習慣は、すぐに身に着くものではない。朝早く起きたり、朝食を作れた

りするためには、生活のリズムを早いうちから整えておくことが必要である。 

また、食生活が好ましくない者は、自分が親になったときに、子どもにバランスの良い

ごはんを作り、食べさせることができないという可能性もある。なぜなら、朝食の週間が

ないと、どのような材料を用いて朝食を作ればよいのか分からなかったり、もしくは調理

の仕方が分からなかったりすることも考えられるからである。このような場合、栄養素が

偏った朝食になる、朝食を作らない、コンビニなどで買った弁当や総菜などで済ませる、

といった状況になってしまうかもしれない。この状況が長く続けば、子どものからだに悪

影響を及ぼす恐れもある。文部科学省の「全国学力・学習状況調査」（平成２２年度）に

よると、朝食を毎日は食べない児童は、毎日食べる児童に比べて、学力調査の平均正答率

が低いという。ここで、子どもは朝食を食べることにより、学力も向上するということが

できる。また子どもの頃の学力は、中学・高校・大学といった将来の学歴にも関わってく

ると考えられる。さらに、学歴は将来の仕事や収入に大きく関わる。 

このように、朝食を食べることによって、大学への進学や就職・将来の収入にプラスの

効果があるといえる。よって、子どもの頃から朝食を食べたり、自分で作ったりするとい

った体験を通して、栄養を摂ることの大切さを理解してもらい、朝食を食べることによっ

て得られる効果である学力向上につなげる政策を提言する。 
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第 2 節：現行政策 
 

一、食育基本法 

 食育基本法は、平成１７年に公布・施行された。同法は、食育に関する施策を総合的か

つ計画的に推進していき、現在及び将来にわたる健康で文化的な生活と豊かで活力のある

社会の実現が目的である。行うことが定められているのは、食育に関する関係者の育成、

食育推進基本計画の作成、基本的施策の実行、食育推進会議の開催である。基本的施策を

どのようにして行うかは、政府や地方公共団体が中心となって推進計画を策定している。

また、都道府県や市町村においても、都道府県計画や市町村計画を作成することが求めら

れている。それらの計画に基づき、家庭・学校・地域における推進活動が行われる。 

 食育推進基本計画は、内閣府の食育推進会において作成されている。第１次基本計画

（平成１８～２２年度が対象）に続けて、第２次基本計画（平成２３～２７年度の５年間

が対象）が作成された。 

第２次基本計画では、『食育の｢周知｣から｢実践｣』がコンセプトである。また、食育推

進の基本的な方針に関して、３つの重点課題を挙げている。 

(１) 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 

(２) 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

(３) 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進 

重点課題に関してそれぞれのポイントを挙げる。まず(１)については、子どもから成

人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育を推進していき、「生涯食

育社会」の実現を目指すこととしている。そのために国は、国民に対して情報提供するな

どしていく。また、各家庭の態様が変化していることや、社会的・経済的要因、高齢化な

どの原因により、健全な食生活をおくることが困難な者も存在している。そういった人々

にも配慮していくべきだとしている。行政と NPOの連携による施策も含めて食育を推進し

ていく。(２) について、日本では生活習慣病が死因の約６割を占めていることを挙げ、

その予防や改善に努めることが課題としている。とくに内臓脂肪症候群(メタボリックシ

ンドローム)が強く疑われる者及びその予備軍と考えられるのは、４０～７４歳の男性の

約２人に１人、女性の約５人に１人となっており、深刻な状況であることが分かる。ま

た、糖尿病が強く疑われる者及びその可能性が否定できないと考えられる者は、合計で約

２，２１０万人を超えており、増加の傾向にある。よって、生活習慣や食生活の改善は極

めて重要である。 

(３) について、子どものころに身に付けた食習慣を大人になってから改めることは困

難であるとしている。(２) で挙げたように、健康でなく、何らかの病気の疑いのある大

人は多い。よって、子どものうちから健全な食生活を確立することが必要である。特に、

家庭における食育が、子どもが食事の基礎を身につけることにつながる。家庭における共

食(家族が食卓を取り囲みともに食事をとりながらコミュニケーションを図る)の推進や、

家庭において食事のマナーなどを習得できるように配慮していく。しかし、家族の態様が

多様化していることから一律に食育をすることはできない。よって家庭に食育を任せるだ

けでなく、学校や保育所、地域社会とも連携していくことが不可欠である。 
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二、食育推進の取り組みの事例 

まず、新発田市（新潟県）における、「「豊かなる大地」と「食の循環」」を挙げる。 

新発田市では、「食とみどりの新発田っ子プラン」を提案した。新発田市の食育がめざす

子ども像・目標を、小学校 6 年生で「一人で弁当を作れる子ども」、中学校 3 年生で「一

人で小煮物（のっぺ）のある夕食 1 食分を作れる子ども」と設定した。このように具体的

な目標を設定することで、保護者も子ども自身も分かりやすい。子どものうちから弁当や

おかずを作れるように促すことにつながる。子どものときに料理の習慣を身につけること

ができれば、大人になってから、何を作ればよいのか分からない、調理の仕方が分からな

いなどと困ることが尐なくなるのではないかと考えられる。 

次に、神戸市「こうべ朝食メニューコンテスト」を挙げる。神戸市では、２００７年に

神戸市食育推進計画を策定し、その中で「朝食欠食者」の割合を減らすことを目標に

掲げた。そのために２００７年から、小学生を対象として「こうべ朝食メニューコンテス

ト」を行っている。このコンテストでは、「家族に作ってあげたい朝食」をテーマにした

メニューを小学生が自分で考える。２０１０年の第４回目のコンテストには１０００件を

超える応募があった。個人の応募だけではなく、学校単位の応募もあり、授業で食育やメ

ニュー作りに取り組む学校が増えてきているということである。１次審査を合格した小学

生は２次審査に臨み、時間内に調理・盛り付けをする。小学生は、栄養のバランスや時短

になる調理方法を考えて、そのアイディアをメニューにとりいれている。また、受賞した

作品は、神戸市のファミリーレストランにおいて、実際のメニューとして採用された。さ

らに今年、神戸市食育推進計画（第２次）が策定され、第５回目の朝食メニューコンテス

トが開催された。 

 こうべ朝食メニューコンテストは、子ども自身にメニュー考案・調理をさせた実践的な

例である。また、企業から協賛をしてもらい、受賞したメニューはファミリーレストラン

で商品化できるというところが魅力的であり、子どもも取り組む際にやる気がわくのでは

ないか。また、企業、農協、生協、大学などが協力しているところも注目すべきである。 

 神戸市食育推進計画（平成１８年度～２２年度）に基づいた食育の推進において、改善

がみられた評価項目があった。それは小中学生の朝食欠食率の減尐である。平成１８年度

と２２年度の朝食欠食率を比べると、小学生は、８．４％から７．１％に、中学生は１

２．６％から１２％に減尐した。「こうべ朝食メニューコンテスト」を行うことが、直接

に朝食欠食率の減尐につながったと断言はできないが、食育推進の取り組みを積極的に行

うことで、子どもたちの意識や行動を変えることができると考えられる。 

食育推進の取り組みは全国に広まっている。しかし、その取り組みの度合いは市町村に

よって差がある。ここで挙げる問題点は、食育推進計画に関して、計画の作成をしていな

いとみられる自治体が多いことである。都道府県・市町村の食育推進計画の作成状況(平成

２２年９月現在)によると、４７都道府県すべてにおいて計画が作成されているが、全国の

市町村の中で計画を作成しているのは市町村全体の３９．５％にすぎない。都道府県別に

市町村の計画作成状況をみると、７割を超えているのは、８県のみ（宮城県、新潟県、福

井県、愛知県、島根県、岡山県、香川県、長崎県）である。最下位からみると、沖縄県で

４．９％、和歌山県で６．７％、三重県で１０．３％となっている。よって、食育推進計

画の作成状況は、自治体によってかなり差があることが分かる。食育推進にあたっては、

家庭だけでなく学校・保育園・地域の連携が必要であることから、市町村で計画を作成

し、目標に向かっていくことが大切である。市民の食育への意識は年々高まりつつあると

考えられるが、子どもたちの将来には生活習慣病や食料自給率など深刻な問題があるか

ら、意識を行動に変えていかなくてはならない。「推進」ということばだけでは不十分で

ある。現在行われている食育への取り組みにプラスして、何らかの具体的な政策・手段を

とることを考える。 
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第３章 分析 

第１節：朝食欠食の理由 
本稿では朝食の欠食の理由についての分析を行った。朝食を欠食している人の中には、

生活習慣の乱れによって、朝食を食べないでいるという人たちと、貧困や親の就業のた

め、朝食が作られていないことや家庭の生活状況などの要因による欠食の人たちがいる。 

初めに、生活習慣の乱れから朝食を欠食する理由について分析する。 

 

図 3-1 児童の就寝時間と朝食摂取習慣の関係 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 17 年度児童生徒の食生活等実態調査報告書(独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター) http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/08060902/004.pdf 

 

このグラフは、児童の朝食欠食と生活習慣の関係を表しているものである。このグラフ

からわかることは、夜寝る時間が遅い子どもほど朝食を食べない日が多いということであ

る。１週間に朝食を毎日食べると答えた子どもの中で、０時以降に寝る子どもは、全体の

２％弱しかいないのに対して、１週間のうちほとんど毎日朝食を食べないと答えた子ども

の中で、０時以降に寝ると答えた子どもは１３％強もいる。逆に、必ず朝食を食べると答

えた子どものうち、２１時以前に寝ている子どもは１１％強もいるのに対して、ほとんど

食べないと答えた子どものうち、２１時以前に寝ている子どもは５％強にとどまってい

る。その他の時間帯についても同じように、夜寝る時間が早い子どもほど朝食を食べてい
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るという結論を出すことができる。逆に、朝食を食べている頻度が高い子どもほど夜寝る

時間が早いという関係を見出すことができる。 

続いて貧困や親の就業、家庭の生活状況などが欠食に関わっている可能性を検討する。 

 

  図 3-2 保護者の朝食の摂取状況と子どもの摂取状況(小学校 5年生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 平成 17 年度児童生徒の食生活等実態調査報告書(独立行政法人日本スポーツ振興

センター)  http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/08060902/004.pdf 

 

このグラフは、保護者が朝食を欠食している家庭では、子どもの朝食の欠食率が高くな

っていることを表している。保護者が必ず朝食を食べる家庭の子どものうち、朝食を欠食

する子どもは１０％しかいないのに対して、保護者が朝食を欠食する世帯の子どものう

ち、朝食を欠食する子どもは３７％いる。この結果から、親が朝食を食べていれば、子ど

もも朝食を食べる傾向にあることが分かる。 

 

 

第２節：実証分析 
我々は、この貧困や家庭の就業状態の関係を都道府県別データを用いて実証分析した。

朝食欠食率を被説明変数とし、生活保護率、女性就業率、離婚率、大学進学率を説明変数

として最小二乗法による回帰分析を行った。以下が推定結果である。 
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●都道府県別データを用いた朝食欠食率についての推定 

被説明変数：都道府県別朝食欠食率 

 生活保護率 女性就業率 離婚率 大学進学率 

モデル１ ０．１０２*** 

（５．５） 

   

モデル２  －０．０３９ 

（１．７） 

  

モデル３   ０．０９７*** 

（３．８） 

 

モデル４    ０．００８ 

（０．５） 

モデル５ ０．１０４*** 

（５．６） 

－０．０６５ 

（１．２） 

  

モデル６ ０．０８６*** 

（３．６） 

 ０．０３１ 

（１．１） 

 

モデル７ ０．１１２*** 

（６．０） 

  ０．０２９** 

（２．１） 

モデル８ ０．０７４*** 

（３．０） 

－０．１２１* 

（２．０） 

０．０６１* 

（１．９） 

 

モデル９ ０．１１２*** 

（５．９） 

－０．００６ 

（０．１） 

 ０．０２７* 

（１．７） 

モデル１０ ０．０７３*** 

（３．３） 

 ０．０８９*** 

（３．３） 

０．０５２*** 

（３．４） 

モデル１１ ０．０７０*** 

（３．１） 

－０．０５２ 

（０．９） 

０．０９６*** 

（３．０） 

０．０４７*** 

（２．８） 

注）（ ）内は t 値。***は１％、**は５％、*は１０％水準で有意であることを示す。 

 

朝食の欠食率の説明変数として、生活保護率、女性就業率、離婚率、大学進学率を挙げ

たのは、以下の仮説に基づいている。 

 

○仮説１：生活保護率の高い都道府県ほど朝食の欠食率が高い 

⇒家庭が貧困だと朝食を用意する経済的余裕がなくなる 

○仮説２：女性就業率が高い都道府県ほど朝食欠食率が高い 

⇒女性の就業による朝の時間の逼迫によって、朝食を作る時間がないことが朝食欠食率

に影響を及ぼしている 

○仮説３：離婚率が高い都道府県ほど朝食欠食率が高い 

 ⇒母親、父親が共に暮らしていないと朝食欠食率が上がる 

○仮説４：大学進学率が高い都道府県ほど朝食欠食率が低い 

 ⇒高学歴であるほど栄養や食習慣についての知識が豊富で朝食を食べるようになる 
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 分析を行う際、生活保護率は貧困の指標とし、貧困と朝食欠食率は密接に関係している

と予想したため、重回帰のすべてのモデルで説明変数として使用した。 

生活保護率はモデル１（単回帰）では統計的に有意にプラス、モデル５（重回帰）以降

でも統計的に有意にプラスという結果になった。朝食欠食率に与える影響としては、生活

保護率が１ポイント上昇すると、朝食欠食率が約０．１ポイント上昇する関係になる。こ

の結果は、我々の予想通りのものであった。この結果からも、貧困と欠食率の関係は裏付

けられ、貧困だから朝食を食べないという人も多くいるようである。 

 女性就業率は、モデル２では統計的に有意ではないが係数の符号はマイナスで、モデル

５でも同様にマイナス、モデル８では統計的に有意にマイナス、モデル９、１１では統計

的に有意ではないがマイナスという結果になった。統計的に有意なモデル８に関して、朝

食欠食率に与える影響としては、女性就業率が１ポイント上昇すると、朝食欠食率が０．

１２１ポイント下降する関係になる。この結果はやや意外なものであるが、解釈として

は、就業する母親がいる家庭では母親の出勤時間が決まっているので生活が規則的にな

り、朝食の欠食が防止されるのではないかと考える。ただし、係数の有意度は低く、１

０％水準であるので、頑健な結果とは言い難い。 

 離婚率は、モデル３では、統計的に有意にプラス、モデル６では統計的に有意ではない

がプラス、モデル３以降では統計的に有意にプラスの影響を朝食欠食率に与えている。係

数の大きさから影響度合いをみると、離婚率が１ポイント上昇すると、朝食欠食率が約

０．１ポイント上昇する関係になる。この結果から、朝食欠食率と離婚率にも密接な関係

があると言える。親が離婚した家庭の子どもは、親と接する時間が短くなってしまい、生

活習慣が乱れてしまうことが予想される。また、朝食に関しても、親が１人では就業との

兼ね合いが難しい為に結果的に欠食という形になってしまっていると推測される。 

大学進学率は、モデル４では統計的に有意ではないがプラスで、モデル７以降では、統

計的に有意にプラスの影響を朝食欠食率に与えている。朝食欠食率に与える影響として

は、大学進学率が１ポイント上昇すると、朝食欠食率が、約０．０１～０．０５％上昇す

るという関係になる。この結果もやや意外なものとなった。進学率が高く、高学歴傾向が

ある都道府県で朝食欠食率が高くなるのは、こうした地域では受験競争が激しく、小学生

でも夜遅くまで塾に通うために生活習慣が乱れがちになるといった事情があるのかもしれ

ない。 

 この分析から朝食欠食率に、貧困と家庭の就業形態などが深く関わってくることがわか

った。 

 

 

 

 

第３節：アンケート 
 我々は、大学生計３２２名に対して、朝食に対するアンケート調査を行った。アンケー

トの内容は、①現在の朝食の摂取状況、②小学校５，６年生時のころの朝食の摂取状況、

③朝食欠食率を下げる取り組みについての意見である。実際のアンケートの質問内容と集

計結果は、論文の最後の付録に記載しておくが、特に重要な部分と興味深い結果について

ここでは取り上げる。 

 次のグラフは朝食を食べている（食べていた）かという質問に対する回答である。 
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図 3-3 現在の朝食摂取状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 小学生時の朝食摂取状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この結果から、小学生の頃は朝食を食べている割合が高いが、大学生になると朝食を欠

食する割合が増えていることがわかる。この現在の朝食に関して、欠食する人に理由を答

えてもらったところ次のような結果が得られた。 

 

図 3-5 現在の朝食の欠食理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注目されるのは、１番多い欠食理由である、「用意する時間がない」である。回答全体

の半分以上が欠食理由に挙げている。朝食を用意する時間がないのは、朝学校に行く前ギ

リギリに起きている人が多いことを表しており、実際の回答でも出かける１時間以内に起

きる人が多く見受けられた。朝起きられない人は、夜寝る時間が遅い傾向がある。 

50%
35%

15% １．食べる　　

２．ときどき食
べない

３．食べない

55%

5%

15%

15%

1%
9%

１．用意する時間がない　　

２．朝食の必要性を感じない　

３．食欲がない　　

４．調理が面倒

５．幼い頃から朝食を食べな
いから　　
６．その他
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 次に将来子供ができたら、朝食を作ってあげるかという質問に対する回答と、作らない

と答えた人の理由を示す。 

 

図 3-6 将来子供に朝食を作るか否かについての回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 将来子供に朝食を作らないと答えた理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答では将来子供に朝食を作ると答えた割合が圧倒的に高かったが、約４人に１人は作

らないと答えている。作らないと答えた人の回答の中で一番多かったのが「調理が面倒」

で半分以上の人がこの回答をしている。この回答を受けて、調理に手間がかからず、時間

もかからなければ、子供に朝食を作る親が増えるのではないかと考えられる。 

 そして最後に、朝食を簡単に、早く作れるコツやレシピなどを教えてくれる料理教室が

あったら参加してみたいかという質問をしたところ、次のような回答結果になった。 

 

図 3-8 料理教室に参加したいか否かについての回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理教室に参加したいという回答者は多くいて、その理由として多かったのが、「料理

が苦手だから」や、「忙しい朝に時短料理ができるのは嬉しい」などの回答が多かった。 
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第 4 章 政策提言 

この章では、課題を解決するための政策案を提言する。初めに政策案に至った経緯を述

べた上で政策の詳細について述べる。 

政策提言の方向性 
 本稿では、上述した問題意識や分析を踏まえて、学力向上のためには朝食の欠食率を減

らすことが有効となるのではないかと考えた。全ての子どもが朝食を食べるようになるこ

とで子どもの学力向上を図り、また、貧困層においては学力向上によって貧困の連鎖を断

ち切るきっかけとなることを目指す。 

 しかし、朝食の欠食理由は上述したように様々であるため、一つの政策を行うだけでは

欠食を改善することは難しい。例えば、①生活基礎力が乏しい親が子どもの朝食を用意す

るためには（親は子どもに食べ物を与えるとすればコンビニエンスストアなどから買って

きて子どもに与えることしか知らないとする）、親自身の生活基礎力の向上と、子どもに

生活基礎知識を与えることが必要である。その一方で、②生活習慣の乱れで朝食を食べな

い子どもに対しては、欠食をなくすうえで生活基礎知識の教育を行うことよりも、生活習

慣の改善のための実践的な政策を行うことの方が有効であると考えられる。 

このように、一つの方法が最善の策ではない場合が多いと考えられたため、本稿ではい

くつかの政策を組み合わせて提言する。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

29 

 

 

第１節：概要 
 本稿で提案する政策案は、『小学生を対象とした朝食料理コンテストの開催』である。

提言の大きな枞組みは以下の通りである。 

 現在政府が行っている食育に加えて、小学生全学年を対象として朝食料理コンテストを

開催する。また、その働きを補助するものとして親子で参加する料理教室の開催、朝食を

栄養素別に分類する朝食チェックを行うことを提案する。 

 以下では、朝食料理コンテストを詳しく説明した後に、料理教室と朝食栄養素チェック

の果たす役割を詳しく述べていく。費用については、これら３つの政策を最後にまとめて

述べるとする。 
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第２節：朝食料理コンテスト 
 ここでは朝食料理コンテストの詳細を述べていく。 

 

（１）政策案の目的 

朝食料理コンテストを行う目的は、子どもが朝食を食べるようになるだけでなく、実際

に朝食を作るという体験をすることで、 

①朝食を食べていない人に対し食べるきっかけを作ること 

②朝食を食べるようになることで生活習慣が改善されること 

③学力の底上げ、また貧困の連鎖を断ち切ること 

④子どもが料理に触れ合う機会を多くし、子ども自身が料理を作ることが出来るようにな

ること 

 

である。 

 私たちは、政策を実践形式にすることで「より子どもに朝食を食べてもらう」というこ

とを政策の目的の柱とし、重視している。 

 

（２）政策案の詳細 

Ⅰ．政策主体、実施主体 

 

  政策主体：文部科学省（生涯学習政策局） 

実施主体：地方自治体、小学校 

 

政策主体は主に文部科学省の生涯学習政策局が行う。生涯学習政策局では「早寝早起き

朝ごはん」国民運動を推進していることから、これまでの経験や実状などを鑑み、それと

並行する形でこの政策案に取り組んでもらう。 

実施までの大まかな流れとしては、文部科学省で朝食料理コンテストを統一的な指針や

流れを決定した後に、それぞれ地域の実情に合わせた形で地方自治体ごとに詳細を決め、

小学校で実行してもらう。 

 

Ⅱ．実施詳細 

 政策案の実施についての詳細は、Ⅰで述べたように各地方自治体が決定し、その市町村

に存在する全ての小学校で朝食料理コンテストを開催する。 

また、私たちは朝食料理コンテストの例として、以下の流れを提案・推奨する。 

初めに、コンテストのテーマを文部科学省で決定し、そのテーマに沿う形で地方自治体

は詳細を練り、小学校ごとにコンテストを開催してもらう。そして勝ち残った人々で年に

一度全国大会を開催する。全国大会に進出したレシピは翌年度の家庭科の教科書などと一

緒にレシピ本として全小学生に配布する。 

 まずコンテストにスローガンを設定することについてであるが、これには２つの理由が

ある。 

①貧困層に対する配慮 

②本コンテストが忙しい朝を助けるものとなるため 

である。 

まず①についてであるが、コンテストというと、どうしても見栄えがよく豪華で華やか

なものが入賞するのではないかというイメージがあるが、本コンテストはそのようなこと
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を意図して行われるものではない。政策の目的③にもあるように、貧困の連鎖を断ち切る

ため、貧困層の家庭でも気軽に朝食を食べてもらうことが政策の目的である。よって、一

例ではあるが、「早い、安い、おいしい」などをスローガンとして定め、お金をかけずに

朝食料理コンテストに参加出来るような配慮を行う。 

次に②についてであるが、朝はたいてい誰しも忙しいものであり、また共働き世帯が増

えている現在、朝食に時間を取ることは大変難しいことである。そのような朝の忙しい時

間をターゲットとした朝食料理コンテストを行うことで、本コンテストを負担に思い、積

極的に参加したいと思う保護者は尐ないのではないかと考えられる。本コンテストの目的

は朝食を食べてもらうことであり、朝食を作る時間を割いてもらうのは仕方がないことか

もしれないが、なるべく時間の無い中でも朝食を作ることが負担にならないようなものを

目指す。そこで、先にも述べたようなスローガン例の元、積極的に参加を促す。また、こ

の①、②については料理教室の詳細でも詳しく述べていく。 

 また、レシピ本を教科書配布と同時に行うことを提案しているが、これは上述した貧困

層への配慮が主な動機である。あまり朝食にお金がかけられないような貧困層家庭に対

し、貧困層に配慮したスローガンの元で作られたレシピが集まった本を配布することによ

って、節約の料理術や時間短縮の技術などを教えることが出来ると考える。  

 以上の例はあくまでも私たちの推進する朝食料理コンテストの形ではあるが、このよう

な形で実行することでより効果を発揮できると考えている。 

  

（３）政策によって期待できる効果 

大きく分けて３つの効果が期待できる。 

第一に、「朝食料理コンテスト」という実践参加型の興味をもたれやすい形で取り組み

を行うことで、子どもに意欲を持って取り組んでもらうとともに、子どもの親に対しても

朝食の重要性を認識してもらうきっかけを作ることが出来る。また、朝食を食べるように

なることで、朝早く目覚め早く寝るという生活習慣が形成され、子どもの発育にも良い影

響を与えることが期待できる。 

 第二に、貧困層にとっては朝食を食べるようになることで学力や体力が向上し、進学率

の向上や高賃金が得られるような職に就業することができる可能性が広がり、この政策を

行った子どもの世代で貧困の連鎖を断ち切ることが出来る。 

最後に、実践形式で政策を行うことで、子どもが小さな頃から料理に親しみ、料理の基

礎知識を覚えることができ、自ら朝食を作ることができるようになると考えられる。これ

は私たちが行ったアンケート結果に基づく考察である。アンケートでは、大学生の約半数

が朝食をときどき食べない、または全く食べないという現状が明らかになった。原因とし

ては、親元を離れて生活するようになると朝食を作ってくれる家族がいなくなってしまう

ことが挙げられる。アンケートによると、朝食を食べるために必要とされるものは、生活

習慣の改善と、朝食を作る意欲である。そこで、この政策を通して正しい生活習慣を幼い

頃から身につけ、朝食を簡単に作ることができるような技術を身につけることが出来れば

改善が見込まれると考えた。このように、大人になってからも自ら料理を作ることができ

るようになることが食育の最終目標として一番望ましいことである。 

 

（４）政策の課題 

 以上で述べてきた朝食料理コンテストは、料理の基本的な技術やアイディアなどが要求

されるものであるため、生活基礎力が乏しい親の家庭の積極的参加が期待できないのでは

ないかという問題点がある。このような問題に対処するべく、以下の政策も並行して行う

必要がある。 
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第３節：料理教室・朝食チェック 
 ここでは料理教室と朝食について順に詳しく述べていく。 

 

（１）料理教室 

Ⅰ．目的 

 料理教室の目的は、主に朝食料理コンテストに参加する時の技術力の差や、知識量の差

を埋め、より多くの親子に参加意欲を持ってもらうことである。具体的には、 

①生活基礎力の乏しい親、貧困層に対する情報提供、技術伝達を行う 

②子どもに基礎知識を教える 

③子どものみならず親に対する食育を行う 

以上の 3点である。 

 

Ⅱ．政策主体、実施主体、実施詳細 

 

 政策主体：地方自治体 

 実施主体：PTA（各小学校） 

 

 政策の実施については、その地域の季節行事などの状況を見て地方自治体が開催時期や

頻度、場所、講師などの詳細事項を決定する。地方自治体はこの詳細を決定する際、ただ

料理を作って食べるだけの料理教室にするのではなく、Ⅰで述べたような目的を達成する

べく、料理の基本や節約の知恵、短時間で作れるような技の紹介など、基礎知識を親、子

どもの両者に行う料理教室になるよう決定を行う。また、親に対して再度朝ごはんの重要

性や正しい生活習慣を身につけることがいかに子どもにとって重要であるかなどの食育を

行う場として活用してもらえるよう考慮し、親、子供に実りある料理教室としてもらう。 

PTAは以上のような決定に従って、各小学校の親子を対象に活動を行う。 

 

 Ⅲ．政策の効果 

 この料理教室を行うことによって期待される効果は３つある。 

第一に、料理の基本知識や様々な知恵などを親が知ることによって全ての家庭において

生活基礎力の向上が期待でき、また貧困層の家庭も様々な知恵を知ることでより気兼ねな

く朝食を作ることが出来る。また朝食料理コンテストに参加する人の中で料理が苦手であ

るから積極的参加が出来ずにいた人も、その障壁は低くなる。 

 第二に、子どもが幼いうちから料理に触れ合うことができるだけでなく、様々な知恵や

技術を学ぶことができるようになるため、料理に対する興味が湧き、朝食料理コンテスト

における積極的な参加や、普段の朝食においても食べることの前向きな姿勢が期待でき

る。 

 第三に、主に親を中心に食育を再度行うことで、朝食、また普段の食事の内容の向上な

どが期待できる。小さいうちの食事内容は、子どもの発育にも非常に重要であるので、子

どもを育てる家庭にとってこのような情報提供は献立を考える際に役立つ。 
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（２）朝食チェック 

Ⅰ．目的 

 朝食チェックでは、主に子どもに対し「食べること」の意味や重要性を認識してもら

い、朝食を食べることへの意識や意欲を高めることを主な目的としている。具体的には、 

①食の基本的知識を身につける 

②子ども自身が自らの生活習慣を振り返る場とする 

以上の２点がある。 

 

Ⅱ．政策主体、実施主体 

 政策主体：文部科学省（生涯学習政策局） 

 実施主体：地方自治体、小学校 

 

 政策主体は朝食料理コンテストと同じく文部科学省の生涯学習政策局が行う。朝食チェ

ックは朝食料理コンテストに関連するものであるため、国が指針を立て行うことが有効で

あると考える。地方自治体はその指針に従い地域の実状に見合う形でチェックを行い、小

学校で実施する。 

 

Ⅲ．実施詳細、政策の効果 

まず朝食チェックとは、子どもがその日の朝に食べてきた朝食を主に６つの食品群ごと

に分類し、自分の食べてきた朝食がどのような栄養素をもっており、どんな働きをするも

のなのかを子ども達に分かりやすく理解させるものである。この朝食チェックは朝食を食

べる習慣を身につけるという観点からも、毎日行うことが望ましい。 

 朝食チェックは、日本標準より１９８３年に出版された「実践で切り開く教育シリー

ズ」において、実際にある小学校で行われたいたことが紹介されており、朝食欠食が見ら

れる子どもに対し効果があったということが述べられている。また、その取り組みの中で

朝食の内容にも着目しており、お菓子やインスタント食品などで朝食を済ませる子どもが

多いことを問題としていたが、そういった朝食の内容についてもこの取り組みを経ること

で、子ども自身が朝食の内容を気にするようになり、朝食に対して親への働きかけが見ら

れたとのことである。 

 また、詳細は地方自治体に任せるもののが、本稿ではこれに付け加え、普段の生活習慣

を振り返るようなチェック項目も設定することを推奨する。 

 以上より、この朝食チェックは子どもたちが楽しんで自らの食に対する意識を高めると

同時に、食の基本知識を身につけることが出来ると考えた。また生活習慣の見直しも同時

に行うことでより正しい生活習慣を身につけることができ、学力向上に結び付いていくと

考えている。 

  

 

以上より、朝食料理コンテストに加えこの２つの政策も同時に行っていくことを提言す

る。 
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第４節：政策全体の費用 
この節では３つの政策にかかる費用をどのようにまかなうのかについて述べる。また、

本稿の政策案は地域の実状に合う形で行われることを前提としているので、費用を具体的

に算出することは出来ない。よってその費用の出所などについて述べる。 

 

朝食料理コンテスト、料理教室、朝食チェックの３つは、主に地方自治体が費用を負担

する。これは、地方自治体に実施についての詳細を決定する際に自由な裁量権を与えるた

めである。 

また、第 2 節（２）Ⅱで示したような、本稿が提案・推奨する形で朝食料理コンテスト

を行った場合の費用について考える。 

各小学校で行われる朝食料理コンテストの費用は先にも述べた通り、地方自治体でまか

なうことを考えているのだが、全国大会を行う場合には、大手調味料メーカーなどの企業

にスポンサーの協力を得るようにする。スポンサー側のメリットとしては、朝食料理コン

テストの公式ホームページ上でのバナー広告や、大会での宣伝効果が挙げられる。コンテ

ストにかかる費用はできるだけスポンサー費でまかなうことを想定しているが、規模によ

っては文部科学省の食育関連予算のうちの「子どもの生活習慣づくり支援事業」から拠出

する。また、レシピ本の配布についてであるが、これは教科書として配布することを考え

ているため、現在の義務教育教科書無償給与制度に基づいて行う。 

 以上のようにして、費用はまかなう。 

  

 

 

 

第５節：今後の展望 
 この節では今後の展望や、私たちの最終目標について述べる。 

 

 子どもの学力低下は様々な要因から起こるものであるが、放置できない重要な問題であ

る。本稿の最終目標は、子どもの学力低下を止め、学力を向上させることである。そのた

めの手段として、今回は朝食に焦点を当て政策案を考えた。朝食を食べることによる効果

はすでに様々な分野で実証済みであり、特に子どもに与える影響はとても大きいものであ

る。また、その役割は非常に重要であり、子どもの学力向上の一つの手段とはいうもの

の、朝食欠食率を下げることもまた重要なことであると考えられる。 

 これから日本を支えることになる子どもの欠食率を下げ、子どもの学力低下を防ぎ、ま

た向上させることは日本の将来にとってとても有効なことである。また、本稿で提示した

政策は、実現させるうえで子どもが楽しんで参加出来る方法であると考える。この政策を

通して、今後子どもの食育が更に発展し、今よりも多くの子どもが朝食を食べ、学力が向

上することを期待している。 
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・内閣府食育推進室『地域の特性を生かした市町村食育推進計画づくりのすすめ＜新発田

市(新潟県)＞』(２００８年)   

 http://www8.cao.go.jp/syokuiku/work/susume/2-1-5.html（最終アクセス２０１１/１１/１８） 

・神戸市『神戸市食育推進計画(第２次)』(２０１１）第２章 神戸市の食育の現状と課題 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/promotion/eating/img/syokuiku203.pdf 

（最終アクセス２０１１/１１/１８） 

・山西奈津子 池田順子『小学生の食生活・生活習慣と心身の健康状態』 

http://ci.nii.ac.jp/els/110006955074.pdf?id=ART0008858643&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order

_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1321582935&cp=(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・株式会社電通『小学生のメディア接触調査 2010』    

http://www.dentsu.co.jp/news/release/2010/pdf/2010122-1221.pdf 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

 

《参考文献》 

・実践できりひらく教育シリーズ編集委員会（1983 年）『生活が乱れ始めた子の指導』 

日本標準 

・実践できりひらく教育シリーズ編集委員会（1983 年）『基本的生活習慣をしつけるため

に』日本標準 

・実践できりひらく教育シリーズ編集委員会（1983 年）『子どもの健康な体をつくるため

に』 日本標準 

・阿部彩（2008 年）『子どもの貧困――日本の不公平を考える』 岩波新書 

 

《データ出典》 

・内閣府『食育白書』http://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/whitepaper/index.html 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・内閣府『若者白書（旧青尐年白書）』 

http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・文部科学省『全国学力・学習状況調査』 

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・文部科学省『早寝早起き朝ごはん国民運動』 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/index.htm 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・内閣府『食育基本法』http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/law/law.html 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/20100112_01.pdf
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/work/susume/2-1-5.html
http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/promotion/eating/img/syokuiku203.pdf
http://ci.nii.ac.jp/els/110006955074.pdf?id=ART0008858643&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1321582935&cp=
http://ci.nii.ac.jp/els/110006955074.pdf?id=ART0008858643&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1321582935&cp=
http://www.dentsu.co.jp/news/release/2010/pdf/2010122-1221.pdf
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/whitepaper/index.html
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/index.htm
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/law/law.html
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・内閣府『第２次食育推進基本計画』 

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/pdf/2kihonkeikaku.pdf 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・総務省統計局『労働力調査』http://www.stat.go.jp/data/roudou/ 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・厚生労働省『人口動態統計』http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html 

 (最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・厚生労働省『生活保護率（１０００人当たり）』（２００９） 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_3_1.html            

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・文部科学省『学校基本調査http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・データえっせい『朝食欠食率(小学校６年生)』（２０１０） 

http://tmaita77.blogspot.com/2011/05/blog-post_17.html 

(最終アクセス２０１１/１１/１８） 

・『セロトニンのすべてがわかる」http://serotonin.tatsujinloan.com/index.html  

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・島根教育委員会『明日を生きる島根の子どもたちのために』 

http://www.pref.shimane.lg.jp/kochokoho/webmoni/result/20/2003.data/jireisyu.pdf 

・神戸市『こうべ朝食メニューコンテスト』（２０１１)   

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/promotion/eating/index.html 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/promotion/eating/img/kbfmc4thsakuhin.pdf 

（最終アクセス２０１１/１１/１８） 

・神戸市役所『こうべ朝食メニューコンテスト』 

http://www.pref.shimane.lg.jp/kochokoho/webmoni/result/20/2003.data/jireisyu.pdf 

(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

・新発田市教育委員会『みんなで取り組もう!!食の循環によるまちづくり』 

http://www.syoku-jyunkan.jp/index.php(最終アクセス２０１１/１１/１８) 

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/pdf/2kihonkeikaku.pdf
http://www.stat.go.jp/data/roudou/
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_3_1.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm
http://tmaita77.blogspot.com/2011/05/blog-post_17.html
http://serotonin.tatsujinloan.com/index.html
http://www.pref.shimane.lg.jp/kochokoho/webmoni/result/20/2003.data/jireisyu.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/promotion/eating/index.html
http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/promotion/eating/img/kbfmc4thsakuhin.pdf
http://www.pref.shimane.lg.jp/kochokoho/webmoni/result/20/2003.data/jireisyu.pdf
http://www.syoku-jyunkan.jp/index.php
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アンケート実施日 １０月２４日～２９日 

 

回答数 ３２２人（男：１２４ 女：１０８） 

 

★問１ あなたは現在毎朝朝食を食べていますか？（○はひとつ） 

  １．食べる       160（人：以下省略） 

２．ときどき食べない  112 

３．食べない      ４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎問２ 問１で１（食べる）２（ときどき食べない）と答えた方にお聞きします。 

   朝食を作る際意識していることはありますか？（複数回答可） 

   １．栄養バランス       ３０ 

２．短時間で食べられるもの  １１８ 

３．短時間で用意できるもの  １３３ 

４．好きなもの        ３０ 

５．特に意識していない    ６６６ 

６．その他          １０ （腹もちの良さ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎問３ 問１で１（食べる）２（ときどき食べない）と答えた方にお聞きします。よく食べる

朝食は何ですか？ 

（複数回答可）（問１で１と答えた方は問６（★）へ、２と答えた方は問４、５（◆）へ

お進みください。） 

１．ごはん  １６２ 

２．パン   １５０ 

３．お味噌汁  ７８ 

４．スープ   ４２ 

５．お魚料理  １８ 

６．お肉料理  １９ 

７．卵料理   ８７ 
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８．野菜    ４０ 

９．牛乳    ７１ 

１０．お菓子  ３０ 

11．ジュース  １８ 

１2．カップラーメン  ８ 

１３．コンビニのお弁当 ７ 

１４．その他 ４３（果物、ヨーグルト、松屋、栄養バランス食品、煮物、コーヒー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆問４ 問１で２（ときどき食べない）、３（食べない）と答えた方にお聞きします。どうし

て朝食を食べないのですか？ 

  １．用意する時間がない      ９６ 

２．朝食の必要性を感じない     ９ 

３．食欲がない          ２６ 

４．調理が面倒          ２６ 

５．幼い頃から朝食を食べないから  １ 

６．その他            １５ （起きられたら） 
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◆問５ 問１で２（ときどき食べない）、３（食べない）と答えた方にお聞きします。 

どういう条件が整えば、朝食を毎日食べると思いますか？ 

・早く朝ご飯が作れれば 

・時間と食料があれば 

・用意されていれば 

・体調がよければ 

・お腹がすいていれば 

・簡単に食べられるものがある 

・食欲がないので必要性を感じない 

・深夜にご飯を食べない 

・朝早く起きられたら 

・簡単に作れるものがあれば 

・睡眠が十分ならば 

・時間が一日３０時間くらいあれば 

 

★問６ 学校（仕事）に行く何時間前に起床していますか？（○はひとつ） 

   １．30 分以内     ２２ 

２．30 分～1 時間  １４３ 

３．1 時間～2 時間  １３５ 

４．2 時間以上     １５ 

５．その他        １（日による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★問７ あなたは普段何時に就寝していますか？（○はひとつ） 

  １．2２時以前    １ 

２．2２時～2３時  ２０ 

３．2３時～2４時  ３６ 

４．２４時～2５時  １４３ 

   ５．2５時以降    １２７ 
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★問８ 将来自分の子どもができたら、子どもに朝食を作ってあげますか？（○はひとつ） 

    （１と答えた方は問９へ、２と答えた方は問 10 へお進みください。） 

   １．はい   １７０ 

２．いいえ  ５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 問８で１（はい）と答えた方にお聞きします。子供に何を作ってあげたいですか？ 

・ご飯、味噌汁、納豆、鮭、ししゃも、サラダ、卵料理 

・手作りパン、サンドイッチ、フレンチトースト、手作りジュース 

・洋食、和食、ビーフストロガノフ、野菜の小鉢、スクランブルエッグ、ホットドッグ 

・トースト、野菜スープ   

・栄養のあるもの  

・和食系のさっぱりしたもの  

・パン、シリアル   

・焼き魚  

・前日の食事とかぶらないもの   

・一汁三菜   

・栄養のあるもの、バランスのよいもの   

・短時間で作れるもの                          など 

 

問 10 問 8 で２（いいえ）と答えた方にお聞きします。それはなぜですか？ 

   １．調理が面倒       ２２ 

２．朝食の必要性を感じない  １ 

 ３．自分が食べていないから  ３ 

   ４．その他         １５ （妻が作る、出来あい（パンなどの既製品）で済

ませる） 
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≪ここからはあなたが小学生の頃の朝食の摂取状況についてお聞きします。≫ 

 

（あなたが５，６年生の頃をイメージしてください） 

★問 11 あなたは毎朝朝食を食べていましたか？（○はひとつ） 

   （１、２を選んだ方は問 12、13（▲）へ。３を選んだ方は問 14、15（□）へお進みくだ

さい。） 

  １．食べていた       ２９３ 

２．ときどき食べなかった  ７ 

３．食べなかった      ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲問 12 問 11 で１または２と答えた方にお聞きします。 

誰に朝食を作ってもらっていましたか？（○はひとつ） 

   １．母親       １８３ 

２．父親         ３ 

３．祖母        １２ 

４．祖父         ０ 

５．自分で作っていた  １２ 

６．その他        ７（買ったパン、既製品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲問 13 問 11 で１または２と答えた方にお聞きします。どのような朝食を食べていました

か？（複数回答 

可）（問 11 で１と答えた方は問 16（★）へ、２と答えた方は問 14、15（□）へお進

みください。） 
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１．ごはん  ２２１ 

２．パン   １８１ 

３．お味噌汁 １７１ 

４．スープ   ５４ 

５．お魚    ７６ 

６．お肉    ６３ 

７．卵料理   ９３ 

８．野菜   １０６ 

９．牛乳    ９９ 

１０．お菓子   ３ 

11．ジュース  １８ 

１2．カップラーメン  ５  

１３．コンビニのお弁当 １ 

１４．その他  ２２ 

（くだもの、ヨーグルト、シリアル、冷凍食品、前日の夕飯の残り、乳製品、プリン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□問 14 問 11 で２（ときどき食べなかった）または３（食べなかった）と答えた方にお聞き

します。 

どうして朝食を食べていなかったのですか？ 

（複数回答可、複数ある場合は一番重要な理由には◎、2 番目以降に重要な理由に○をつ

けてください） 

１．食欲がなかった          ６ 

２．朝ごはんが用意されていなかった  ５ 

３．時間がなかった         １０ 

４．食べる習慣がなかった       １ 

５．その他              ０ 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□問 15 問 11 で２（ときどき食べなかった）または３（食べなかった）と答えた方にお聞き

します。 

どういう条件が整えば、朝食を毎日食べていたと思いますか？（問 16（★）へお進みく

ださい。） 

 

回答なし 

 

★問１6 小学生のころ、学校に行く何時間前に起床していましたか？（○はひとつ） 

   １．30 分以内     ３４ 

２．30 分～1 時間  １７６ 

３．1 時間～2 時間   ８７ 

４．2 時間以上      ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★問１7 小学生のころ、何時に就寝していましたか？（○はひとつ） 

   （１，２，３を選んだ方は問 19（★）へ、４，５を選んだ方は問１8（◇）へお進みく

ださい。） 

  １．21 時以前     ９ 

２．21 時～22 時 １２１ 

３．22 時～23 時  ９４ 

４．23 時～24 時  ６０ 

   ５．24 時以降    １０ 
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◇問１8  問１7 で４、５（２３時以降）を選んだ方にお聞きします。どうしてその時間に就寝

していたので   

    すか？（○はひとつ） 

   １．眠くなかったから         １１ 

２．テレビやゲームをやりたかったから １７ 

３．勉強していたから         １２ 

   ４．なんとなく            ２９ 

５．その他               １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★問１9 授業中眠くなったことはありましたか？ 

   （○はひとつ）（問１８へお進みください。） 

   １．ある  １３８ 

２．ない  １６７ 

 

 

 

 

 

 

★問 20 勉強は得意でしたか？（○はひとつ） 

   １．はい  ２２９ 

２．いいえ  １６７ 
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★問 21 運動は得意でしたか？（○はひとつ） 

   １．はい   １６２ 

２．いいえ  １４４ 

 

 

 

 

 

★問 22 あなたが小学生の頃のご家庭の就業状態をお聞かせください（○はひとつ） 

  １．共働き         １５０ 

２．父親のみ就業している  １１４ 

３．母親のみ就業している    ７ 

４．どちらも働いていない    ０ 

５．その他           ６(母子家庭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★問 23 あなたが小学生の頃の親または扶養者のご職業を教えてください。 

（共働きの場合は２つ○をつけてください。） 

   １．自営業            ３６ 

２．公務員       ８３ 

３．会社役員      ２５ 

４．会社員       １９１ 

５．パート、アルバイト  ７３ 

６．派遣、契約、嘱託社員  ５ 

７．学生          ０ 

８．主夫・主婦       ５ 

９．無職          ０ 

   １０．その他        １ 
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★問 24 あなたのご家庭の暮らしぶりはどのようでしたか？（○はひとつ） 

   １．裕福だった    １４ 

２．やや裕福だった  ６５ 

３．普通だった   ２１３ 

４．やや貧しかった  １６ 

５．貧しかった     ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ここからはみなさん自身の意見をお聞かせください≫ 

 

★問 25 週に１日、全児童を対象に朝食を給食として提供する制度が出来たら利用したいです

か？ 

    （給食費は、お昼の給食のように、保護者の皆様から徴収するとします。）（○はひ

とつ） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用したい  ９３ 

・親の負担減 
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・週に 1 回くらい子どもにとってみんなで朝ごはんを食べるのもいいと思うから 

・手間が省けるから 

・朝食が好きになるかも 

・バランス善さそう 

・子どもにしっかり朝食を食べてほしい 

・給食の方が栄養バランスがよいと思うから 

・強制的に朝食をとらせることができる 

・にぎやかにご飯を食べるのはいいことだと思うので 

・朝早く集まって楽しそう 

・朝食を作る手間が省けるし、栄養もとれる 

・栄養バランス善さそう 

・家で作らなくてすむ 

・自分が小学生だとしたら、楽しそうな気がするから 

・週一回ならそんなに値段がかからなそう 

・朝起きて、すぐには食欲がわかないが、学校に着くころには空腹になるから 

・家族が小人数だとしたら、朝食を作るよりも安いのではないか 

・働く母親への支援になるので 

 

２．利用したくない  １９１ 

・朝起きてから、朝食を食べるまでの時間が、退屈だから 

・自分で朝ごはんを作れるように、習慣づけるべきだから 

・給食がおいしくなかったので 

・他人と食事の時間を合わせるのは大変そうだから 

・朝も昼も給食だと味気ないから 

・費用徴収のコンセンサスが得られそうもない 

・親が怠惰になる 

・朝ごはんは家族でコミュニケーションをとる大事な時間 

・朝食までも学校に任せたくない 

・朝は軽いものしか食べたくないのに一方的に提供されても困る 

・朝食は家で食べる方がいい、家で食べるのが基本 

・差別化の促進と世間体の悪化 

・お金がかかる 

・親が作ればよい 

・簡単なものなら作れるから、安いならいいけど高いなら作った方がいい 

・週に一回ではあまり負担軽減にはならない 

・学校と家が遠い子どもはとても朝早く起きなくならなきゃいけなくなる（親も） 

・朝食は家で食べたい。朝食を食べるほど早く学校に行きたくない、週１の意味が分からない 

・自分なりの朝食スタイルがある 

・毎日やるのが大切 

・児童のみの朝食であれば作った方が安い 

・昼食に加え、朝食まで教室で食べるのは苦痛 

・そこまでする必要性感じない 

・朝早く登校させると歩いている人が尐ない 

・家で食べられないような時間に起きるのは生活習慣として良くないと思う 
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★問 26 週に１日、全児童を対象に朝食をお弁当として持参し、学校で朝食を食べる制度がで

きたら賛成しますか？（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １．賛成  ４０ 

・栄養素表のようなものを一緒に配ってくれたら、嬉しいしやる気アップにつながると思う 

・試みとして面白い 

・ママ友ができそう、面白そう 

・朝食を食べる習慣のない子がいるから 

・子どもにしっかり朝食を食べてほしい 

・家で食べる時間がなかったら、学校でたべればよいと思うから 

・週一回なら 

・家庭の味は大切 

・強制してでも食べさせるだけの利益があると思う 

・学校でこの制度が決まったら「そうかあ。」と思って参加するが、進んで推進はしない 

・交流が増えていいかもしれない 

・友達との交流が図れる 

・強制的に朝食をとらせることができる 

 

 

   ２．反対  ２６７ 

・家で食べた方が落ち着いていいから 

・冷めるぐらいなら給食の方がいい 

・家庭の忙しさを考慮していない政策だと感じたから 

・弁当形式が面倒 

・朝食は簡単だから家で作れる 

・（そこまでする）必要ない 

・何らかの理由でお弁当を朝早く作ったり、学校に間に合わない家庭があるだろうから強制は

難しい以上守らない家庭が多くなると思うから。 

・週に一回では意味がない 

・なんで学校で食べなきゃいけないのか分からない。その理由を知りたい 

・親の負担が増えるし、お弁当を作ってもらえない子どももいる 

・親が作る時間がなければ子どもがかわいそうな思いをする 

・朝はパンにジャムでいいから持って行きづらい 

・家族との時間減る 

・お弁当作るくらいなら家で食べさせる 

・週１とか中途半端 

・差別化の促進、世間体の悪化 

・家族でとる朝食に意味がある 
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・朝早くから弁当を作る手間がかかる 

・学校と家が遠い子どもはとても朝早く起きなくならなきゃいけなくなる（特に親大変） 

・作る時間の余裕ない 

・親も子も死ぬほど面倒 

・朝食は家で食べたい。朝食を食べるほど早く学校に行きたくない、週１の意味が分からない 

・お弁当の中身でいじめの原因になりそう 

・無為に荷物を増やす必要はないし、栄養が消化されるまで時間がかかる 

・複雑な家庭事情があって対応出来ない家庭もあると思う 

・家庭によって差が出る 

 

★問 27 朝食を簡単に、早く作れるコツや、レシピなどを教えてくえる料理教室があったら参

加してみたいですか？（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １．参加したい  ２０３ 

・朝食を早く作って外食に頼らない食生活を送りたい 

・お金があまりかからなかったら 

・楽しそうで、ためになりそう 

・ご飯を早く作れると、寝る時間がのびる、朝の時間に余裕ができる 

・栄養バランスを考えるのは難しいから→レシピを知りたい 

・便利だから 

・１人暮らしがしばらく続くから 

・いろんなコツを知りたい 

・普通に料理を覚えたい 

・役に立つ、便利、実用的 

・料理が好きだから 

・デメリットがない 

・自分で作ってみたい 

・時間があれば食べるから 

・いつも時間がなくてパンだけとかになるから 

・時間がないなか早くおいしく作るコツを知りたいから 

・コツやレシピが知りたい 

・生かせるから 

・料理をするようになるきっかけになりそうだから 

・朝食を食べれるようになるのならば 

・早く作れるコツ知りたい 

・朝食をなるべく食べたいから 

・自分で作る方が栄養もとれやすいし、朝はやく起きるようになる 

・朝は時間がないから 

・料理出来ない 
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・朝の時間管理を上手くやりたいと思うから 

・役に立ちそう 

・朝食をとらせるのに負担を感じずに済みやすくなる 

・知りたいから 

・料理方法を知ったら生活の幅が広がると思うから 

 

 

２．参加したくない  ９９ 

・実際「簡単」とかのうたい文句のあるものは面倒くさいものが多い 

・自分で経験して、考えてやるもの。わざわざ教えられるものではない。 

・ご飯とみそ汁で十分 

・間に合っている 

・料理は、料理教室に行くものではなく、自分で工夫し、家庭にあったものを作るべきだと思

う 

・参加したいが、料理をつくるのが下手だし、時間があまりない 

・自分で作る気は全くないから 

・自己流で十分 

・現状に満足 

・興味がない 

・自分で考える 

・面倒、ネットで見られるようにしてほしい 

・料理好きではないので 

・例えばご飯、味噌汁、納豆、目玉焼きなら 5 分もあればできるし、夕飯の残りを使えばレパ

ートリーなんていくらでもある 

 

★問 28 朝食を食べる子どもは食べない子どもに比べて、学力や体力の面で優れているという

研究結果がありますが、そのような朝食の効果を知っていますか？（○はひとつ） 

 

  １．知っている  ２５９ 

２．知らない    ４１ 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

51 

 

 

謝辞 
 本稿作成におきまして、アンケート配布にご協力いただいた千葉大学廣井良典教授に心より

感謝いたします。 

 中間発表会におきまして、ご丁寧なご指導いただきました唐戸直樹様に感謝の意を表しま

す。 

 本稿作成におきまして、細部まで熱心なご指導と、惜しみない協力をいただきました千葉大

学大石亜希子先生には、感謝の念がたえません。本当にありがとうございました。 

 


